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順位 No. 氏 名 ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村名（都府県名） 記 録

1 3450 甲斐 元康 ｶｲ ﾓﾄﾔｽ 札幌市 0:36:35

2 3428 中里 喜義 ﾅｶｻﾞﾄ ｷﾖｼ 札幌市 0:36:52

3 3413 大宮 一哉 ｵｵﾐﾔ ｶｽﾞﾔ 登別市 0:37:14

4 3402 沢田 博 ｻﾜﾀﾞ ﾋﾛｼ 札幌市 0:38:20

5 3412 滝井 利昭 ﾀｷｲ ﾄｼｱｷ 札幌市 0:39:02

6 3429 岸本 利一郎 ｷｼﾓﾄ ﾘｲﾁﾛｳ 札幌市 0:39:02

7 3410 西條 建一 ｻｲｼﾞｮｳ ｹﾝｲﾁ 千歳市 0:39:21

8 3401 井上 宜久 ｲﾉｳｴ ﾉﾘﾋｻ 東京都 0:40:32

9 3422 伊藤 修 ｲﾄｳ ｵｻﾑ 岩見沢市 0:42:31

10 3463 船木 雅直 ﾌﾅｷ ﾏｻﾅｵ 札幌市 0:43:17

11 3423 花 康之 ﾊﾅ ﾔｽﾕｷ 札幌市 0:43:48

12 3418 梅津 忠司 ｳﾒﾂ ﾀﾀﾞｼ 恵庭市 0:44:30

13 3455 小原 茂則 ｵﾊﾞﾗ ｼｹﾞﾉﾘ 名寄市 0:44:48

14 3469 稲葉 仁志 ｲﾅﾊﾞ ﾋﾄｼ 札幌市 0:45:11

15 3448 桑畠 星行 ｸﾜﾊﾀ ﾎｼﾕｷ 旭川市 0:46:03

16 3417 佐藤 肇 ｻﾄｳ ﾊｼﾞﾒ 室蘭市 0:47:13

17 3408 矢部 卓二 ﾔﾍﾞ ﾀｸｼﾞ 札幌市 0:47:36

18 3474 古田 浩 ﾌﾙﾀ ﾋﾛｼ 岩見沢市 0:47:45

19 3449 久保田 修 ｸﾎﾞﾀ ｵｻﾑ 札幌市 0:47:53

20 3473 小椋 啓司 ｵｸﾞﾗ ﾋﾛｼ 札幌市 0:48:08

21 3406 生方 誠司 ｳﾌﾞｶﾀ ｾｲｼﾞ 東京都 0:48:18

22 3435 千葉 茂樹 ﾁﾊﾞ ｼｹﾞｷ 札幌市 0:50:16

23 3451 近藤 功一 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳｲﾁ 札幌市 0:52:03

24 3440 文屋 利夫 ﾌﾞﾝﾔ ﾄｼｵ 北見市 0:52:10

25 3452 山口 伸吾 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝｺﾞ 江別市 0:52:34

26 3436 西田 眞吾 ﾆｼﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 札幌市 0:52:37

27 3411 南 盛一 ﾐﾅﾐ ｾｲｲﾁ 札幌市 0:52:44

28 3407 谷岡 勇市郎 ﾀﾆｵｶ ﾕｳｲﾁﾛｳ 札幌市 0:52:49

29 3466 藤井 和哉 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾔ 札幌市 0:53:05

30 3476 野田 幸永 ﾉﾀﾞ ｺｳｴｲ 札幌市 0:53:38

31 3446 佐藤 富雄 ｻﾄｳ ﾄﾐｵ 札幌市 0:53:41

32 3445 花井 将美 ﾊﾅｲ ﾏｻﾐ 札幌市 0:54:16

33 3454 藤井 賢治 ﾌｼﾞｲ ｹﾝｼﾞ 札幌市 0:54:18

34 3403 合田 省三 ｺﾞｳﾀﾞ ｼｮｳｿﾞｳ 札幌市 0:54:20

35 3464 水引 隆史 ﾐｽﾞﾋｷ ﾀｶｼ 札幌市 0:54:25

36 3441 熊谷 一男 ｸﾏｶﾞｲ ｶｽﾞｵ 奈井江町 0:54:35

37 3447 照井 芳明 ﾃﾙｲ ﾖｼｱｷ 余市町 0:55:01

38 3405 早坂 隆 ﾊﾔｻｶ ﾀｶｼ 札幌市 0:55:21

39 3453 大村 浩喜 ｵｵﾑﾗ ﾋﾛﾖｼ 苫小牧市 0:56:08

40 3470 山本 直行 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾕｷ 札幌市 0:56:10

41 3404 和倉 歩 ﾜｸﾗ ｱﾕﾑ 函館市 0:56:14

42 3415 阿部 洋 ｱﾍﾞ ﾋﾛｼ 札幌市 0:56:26

43 3461 大司 紳一郎 ｵｵｼﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 札幌市 0:56:46

44 3427 屋久 浩典 ﾔﾋｻ ﾋﾛﾉﾘ 札幌市 0:57:31

45 3426 菊地 直之 ｷｸﾁ ﾅｵﾕｷ 札幌市 0:57:42

46 3443 若松 悟 ﾜｶﾏﾂ ｻﾄﾙ 石狩市 0:58:38

47 3433 天野 浩明 ｱﾏﾉ ﾋﾛｱｷ 札幌市 0:58:42

48 3420 後藤 幸一 ｺﾞﾄｳ ｺｳｲﾁ 札幌市 0:59:36

49 3467 青山 康彦 ｱｵﾔﾏ ﾔｽﾋｺ 恵庭市 1:00:28

50 3414 石川 信夫 ｲｼｶﾜ ﾉﾌﾞｵ 札幌市 1:00:52
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51 3456 中村 英一 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 旭川市 1:02:18

52 3419 菅原 幸浩 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｷﾋﾛ 京極町 1:02:20

53 3409 高橋 英徳 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾉﾘ 札幌市 1:02:48

54 3430 田中 徹 ﾀﾅｶ ﾄｵﾙ 札幌市 1:03:10

55 3442 田中 靖 ﾀﾅｶ ﾔｽｼ 札幌市 1:03:27

56 3462 佐野 俊二郎 ｻﾉ ｼｭﾝｼﾞﾛｳ 札幌市 1:05:46

57 3472 佐藤 美鶴 ｻﾄｳ ﾐﾂﾙ 旭川市 1:05:53

58 3471 大西 正敏 ｵｵﾆｼ ﾏｻﾄｼ 美瑛町 1:07:01

59 3434 西島 卓郎 ﾆｼｼﾞﾏ ﾀｸｵ 札幌市 1:07:25

60 3468 大井 成夫 ｵｵｲ ｼｹﾞｵ 岩内町 1:08:17

61 3438 田中 義弘 ﾀﾅｶ ﾖｼﾋﾛ 札幌市 1:09:50

62 3457 近藤 智敬 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾀｶ 札幌市 1:09:51

63 3475 松本 彦之 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 札幌市 1:11:17

64 3437 大西 俊昭 ｵｵﾆｼ ﾄｼｱｷ 札幌市 1:11:31

65 3465 松木 賢治 ﾏﾂｷ ｹﾝｼﾞ 札幌市 1:12:06

66 3458 森 武仁 ﾓﾘ ﾀｹﾋﾄ 札幌市 1:14:06

67 3460 土屋 正治 ﾂﾁﾔ ﾏｻｼﾞ 深川市 1:16:38

68 3425 室谷 光治 ﾑﾛﾔ ｺｳｼﾞ 札幌市 1:42:38

69 3424 木原 哲郎 ｷﾊﾗ ﾃﾂﾛｳ 札幌市 1:43:03
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